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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 46,905 20.3 370 ― 613 ― 364 ―

22年3月期第3四半期 39,001 △42.1 △842 ― △643 ― △1,489 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 23.97 ―

22年3月期第3四半期 △94.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 43,216 28,139 65.1 1,873.91
22年3月期 42,187 28,429 67.4 1,838.27

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  28,139百万円 22年3月期  28,429百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 64,700 20.3 530 ― 780 ― 610 ― 40.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】 ３ページ 「１．当四半期の連結業績等
に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 ３ページ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  15,574,366株 22年3月期  15,574,366株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  558,028株 22年3月期  109,240株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  15,221,221株 22年3月期3Q  15,771,918株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における事業環境は、鉱工業生産が下げ止まりの兆しを見せていましたが、堅調に推

移してきた輸出が緩やかに減少していることから、当面の先行きは弱めの動きとなることが懸念されています。設

備投資は企業収益が改善する中で、大企業を中心に持ち直し傾向にあります。しかしながら、失業率が依然高水準

にあり、海外景気の減速や為替の変動など景気の下振れリスクも存在しています。 

 このような環境の中、当社グループにおきましても、国内の生産に関係する機器・工具事業、国内製造設備に関

わる機械・設備事業、非居住の建築及び生産設備投資の影響を受ける建築・配管資材事業は、回復度合いに差があ

るものの、それぞれ堅調に推移しました。 

 その結果、第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ20.3％増加し469億５百万円となりました。売

上増加に伴い売上総利益が増加したことと、販売費及び一般管理費を２億６千９百万円削減したことにより、営業

利益は３億７千万円（前年同期は８億４千２百万円の営業損失）となりました。経常利益は６億１千３百万円（同

６億４千３百万円の経常損失）、四半期純利益は３億６千４百万円（同14億８千９百万円の四半期純損失）となり

ました。 

  

 セグメントの状況は次の通りです。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しており、対前年同期比は同基準に準拠し算定したものを参考として記載しておりま

す。 

  

（機器・工具事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比27.6％増の252億８千２百万円となりました。製造業の生産稼働状況に関係のあ

る工業機器事業は前年同期比29.2％増、自動車向機械工具事業は同62.1％増となりましたが、住宅設備機器事業は

同1.3％の微減となりました。その結果、営業利益は２億２千６百万円となりました。 

  

（機械・設備事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比44.0％増の67億５千４百万円となりました。需要の回復により受注状況も上向い

ており、７－９月期に続き10-12月期も営業黒字となりましたが、累計期間では１千７百万円の営業損失となりま

した。 

  

（建築・配管資材事業） 

 当事業の売上高は、前年同期比2.6％増の148億５千１百万円となりました。鉄骨建築資材事業が同1.7％増とわ

ずかながらプラスに転じ、配管資材事業も同6.7％増となりました。その結果、営業利益は７千８百万円となりま

した。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億２千８百万円増加し、432億１千６百万

円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加34億１千４百万円、現金及び預金の減少12億２千３

百万円、商品及び製品の減少１億５千７百万円等により、流動資産が16億６千９百万円増加したこと、投資有価証

券の減少４億７百万円等により、固定資産が６億４千万円減少したことによります。 

  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ13億１千８百万円増加し、150億７千７百万円

となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加15億５百万円等により、流動負債が16億円増加したこ

と、繰延税金負債の減少１億２千７百万円、役員退職慰労引当金の減少５千７百万円等により、固定負債が２億８

千１百万円減少したことによります。  

  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２億８千９百万円減少し、281億３千９百万

円となりました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少２億６千６百万円、自己株式の取得２億３千

５百万円、利益剰余金の増加２億１千２百万円によります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べ12億円減少し、55億７千５百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、７億２百万円（前年同期は得られた資金８

億４千８百万円）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益６億９千２百万円、仕入債務の増加額13億

３千３百万円、法人税等の還付額３億９千３百万円等がありましたが、売上債権の増加額33億７千６百万円、賞与

引当金の減少額１億８千９百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、１億９百万円（前年同期は使用した資金１

億６百万円）となりました。これは有形固定資産の取得による支出９千３百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、３億８千７百万円（前年同期は使用した資

金16億８千万円）となりました。これは自己株式の取得による支出２億３千５百万円、配当金の支払額１億５千２

百万円によるものであります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期連結業績予想につきましては、平成22年５月７日に公表いたしました予想から修正は行なっておりません。

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、一部実地たな卸を省略し第２四半期連結会計期間

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

② 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ204千円減少し、税金等調整前四半期

純利益が7,078千円減少しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,681,968 6,905,754

受取手形及び売掛金 20,305,454 16,891,413

商品及び製品 2,524,373 2,681,914

仕掛品 400,918 424,446

原材料及び貯蔵品 160,847 159,548

繰延税金資産 187,087 279,199

その他 349,562 597,252

貸倒引当金 △40,484 △39,059

流動資産合計 29,569,728 27,900,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,613,067 2,735,859

土地 6,868,387 6,801,723

その他（純額） 377,772 454,671

有形固定資産合計 9,859,226 9,992,254

無形固定資産 92,362 115,241

投資その他の資産   

投資有価証券 2,647,062 3,054,648

前払年金費用 68,821 60,467

繰延税金資産 319,047 398,461

その他 793,651 772,720

貸倒引当金 △133,023 △106,332

投資その他の資産合計 3,695,558 4,179,965

固定資産合計 13,647,148 14,287,462

資産合計 43,216,876 42,187,932
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,612,194 11,106,372

未払法人税等 143,980 48,762

賞与引当金 219,688 409,431

役員賞与引当金 1,460 5,899

その他 793,974 600,181

流動負債合計 13,771,297 12,170,648

固定負債   

繰延税金負債 568,018 695,477

退職給付引当金 471,461 521,966

役員退職慰労引当金 － 57,999

その他 266,857 312,802

固定負債合計 1,306,337 1,588,246

負債合計 15,077,634 13,758,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,232,413 5,232,413

資本剰余金 6,135,350 6,135,350

利益剰余金 16,309,200 16,097,161

自己株式 △286,043 △50,754

株主資本合計 27,390,921 27,414,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 748,319 1,014,866

評価・換算差額等合計 748,319 1,014,866

純資産合計 28,139,241 28,429,038

負債純資産合計 43,216,876 42,187,932
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 39,001,452 46,905,380

売上原価 33,399,701 40,360,225

売上総利益 5,601,751 6,545,155

販売費及び一般管理費 6,444,592 6,174,689

営業利益又は営業損失（△） △842,840 370,465

営業外収益   

受取利息 3,106 2,645

受取配当金 33,787 42,396

仕入割引 236,896 303,917

受取賃貸料 42,117 23,353

その他 22,023 27,728

営業外収益合計 337,931 400,041

営業外費用   

支払利息 6,901 29

手形売却損 2,004 －

売上割引 111,990 148,738

賃貸収入原価 12,462 3,368

その他 4,897 4,962

営業外費用合計 138,257 157,098

経常利益又は経常損失（△） △643,166 613,408

特別利益   

貸倒引当金戻入額 750 12,400

保険解約返戻金 － 73,857

退職給付制度改定益 13,051 －

特別利益合計 13,801 86,257

特別損失   

投資有価証券評価損 27,634 －

会員権評価損 650 －

のれん償却額 854,600 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,873

特別損失合計 882,885 6,873

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,512,250 692,792

法人税、住民税及び事業税 63,162 133,945

法人税等調整額 △85,991 193,962

法人税等合計 △22,828 327,908

少数株主損益調整前四半期純利益 － 364,883

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,489,421 364,883
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 13,214,698 16,788,147

売上原価 11,320,834 14,446,167

売上総利益 1,893,863 2,341,979

販売費及び一般管理費 2,088,076 2,053,593

営業利益又は営業損失（△） △194,213 288,386

営業外収益   

受取利息 441 357

受取配当金 13,655 19,708

仕入割引 82,975 107,916

受取賃貸料 13,950 7,686

その他 6,884 6,410

営業外収益合計 117,907 142,078

営業外費用   

支払利息 917 －

売上割引 39,476 53,456

賃貸収入原価 3,703 1,122

その他 2,817 1,513

営業外費用合計 46,915 56,092

経常利益又は経常損失（△） △123,221 374,372

特別利益   

退職給付制度改定益 13,051 －

特別利益合計 13,051 －

特別損失   

投資有価証券評価損 27,634 －

のれん償却額 854,600 －

特別損失合計 882,235 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△992,405 374,372

法人税、住民税及び事業税 17,233 76,186

法人税等調整額 56,720 97,615

法人税等合計 73,954 173,802

少数株主損益調整前四半期純利益 － 200,570

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,066,360 200,570
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,512,250 692,792

減価償却費 295,956 255,232

のれん償却額 1,087,665 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,472 △4,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） △366,269 △50,505

前払年金費用の増減額（△は増加） 79,029 △8,353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,100 △57,999

賞与引当金の増減額（△は減少） △287,395 △189,743

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,135 28,116

受取利息及び受取配当金 △36,893 △45,041

支払利息 6,901 29

投資有価証券評価損益（△は益） 27,634 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,616,652 △3,376,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,223,784 179,770

仕入債務の増減額（△は減少） △2,715,880 1,333,101

未払金の増減額（△は減少） 80,354 1,771

未払費用の増減額（△は減少） 33,571 43,155

長期未払金の増減額（△は減少） 146,449 △51,733

その他 △104,761 154,946

小計 1,561,040 △1,095,243

利息及び配当金の受取額 38,162 45,775

利息の支払額 △13,444 △29

法人税等の支払額 △737,544 △46,344

法人税等の還付額 － 393,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 848,213 △702,747

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △129,990 △153,459

定期預金の払戻による収入 85,923 176,990

有形固定資産の取得による支出 △32,393 △93,228

有形固定資産の売却による収入 248 437

投資有価証券の取得による支出 △17,780 △8,856

貸付けによる支出 △11,780 △24,719

貸付金の回収による収入 12,931 9,606

その他 △13,612 △16,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,453 △109,980

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,200,000 －

自己株式の取得による支出 △115,277 △235,288

配当金の支払額 △355,115 △152,238

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,680,393 △387,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △938,632 △1,200,255

現金及び現金同等物の期首残高 6,539,018 6,775,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,600,385 5,575,509
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分は、商品及び製品の種類・性質の類似性、内部管理上採用している区分を考慮して決定しておりま

す。 

２．各事業の主な取扱商品及び製品・サービスの内容 

(1）機械工具 

 機械工具、工作機械、搬送・運搬機器、住設機器、家電・生活用品等 

(2）鉄骨建築関連資材 

 ハイテンションボルト、ボルト・ナット、溶接用品、塗装用品、鉄骨関連部品等 

(3）鉄骨建築関連部材 

 ブレース、アンカーボルト等 

(4）その他 

 各種代理店業務、リース業務及び仕入商品の販売等 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び海外支店がないため記載しておりません。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械工具 
（千円） 

鉄骨建築
関連資材 
（千円） 

鉄骨建築
関連部材 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  8,479,611 3,655,614 1,071,495 7,977  13,214,698  － 13,214,698

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 188,528 4,170 － －  192,699 (192,699) －

計  8,668,139 3,659,784 1,071,495 7,977  13,407,397 (192,699) 13,214,698

営業利益又は営業損失（△）  △220,294 150,440 △156,789 536  △226,106  31,893 △194,213

  
機械工具 
（千円） 

鉄骨建築
関連資材 
（千円） 

鉄骨建築
関連部材 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  24,498,525 11,239,349 3,240,671 22,905  39,001,452  － 39,001,452

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 536,688 9,742 － －  546,430 (546,430) －

計  25,035,214 11,249,091 3,240,671 22,905  39,547,883 (546,430) 39,001,452

営業利益又は営業損失（△）  △795,106 440,201 △580,000 4,097  △930,808  87,968 △842,840
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期

間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループの構成単位は事業部門を基礎とした商品・製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「機器・工具事業」、「機械・設備事業」及び「建築・配管資材事業」の３つを報告セグメントとしてお

ります。 

 「機器・工具事業」は、製造業向けの機器・工具、住宅向けの機器等の販売をしております。 

 「機械・設備事業」は、工作機械、生産ライン設備等の販売をしております。 

 「建築・配管資材事業」は、鋲螺類、金物類、溶接材料、管工機材等の販売、及びブレース、アンカーボル

ト等の製造、販売をしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース業務、保険代理店業務等を含

んでおります。 

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
機器・工具 機械・設備

建築・配管
資材 

計

売上高             

外部顧客への売上高  25,282,009 6,754,657 14,851,746 46,888,413  16,967 46,905,380

セグメント間の内部
売上高又は振替高  519,729 109,370 12,246 641,346  － 641,346

計  25,801,738 6,864,027 14,863,993 47,529,759  16,967 47,546,727

セグメント利益 

又は損失（△） 
 226,325 △17,025 78,906 288,206  1,617 289,824

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
機器・工具 機械・設備

建築・配管
資材 

計

売上高             

外部顧客への売上高  8,709,950 2,624,785 5,447,534 16,782,271  5,875 16,788,147

セグメント間の内部
売上高又は振替高  180,908 62,011 5,375 248,295  － 248,295

計  8,890,859 2,686,797 5,452,910 17,030,567  5,875 17,036,443

セグメント利益 

又は損失（△） 
 101,030 21,094 140,237 262,362  △4 262,357
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  288,206

「その他」の区分の利益  1,617

セグメント間取引消去  83,283

たな卸資産の調整額  △2,641

四半期連結損益計算書の営業利益  370,465

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  262,362

「その他」の区分の利益  △4

セグメント間取引消去  26,464

たな卸資産の調整額  △435

四半期連結損益計算書の営業利益  288,386

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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